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今回の「DRPネットワークニュース」は下記の内容でお届けします。目 次 ・・・・・・・・・
① 2022～2023年度ＤＲＰネットワーク　新ブロック長紹介

②「頑張ってます！」全国の加盟店工場紹介～第１２弾は兵庫県の株式会社ヤマモトガレージと鹿児島県の有限会社

　マイカーボデー有村です

③④⑤ 特定整備資格取得工場の紹介／特定整備資格取得加盟店工場一覧

⑥ 新規加盟店工場紹介（2022年３月～６月）／各地の会議・イベント報告（2022年３月～６月）

⑦ 外国人技能実習制度～ジャパンさくら協同組合より５名の技能実習生を受け入れました

⑧ ネットワン君レンタカーのご案内

2022～2023年度ＤＲＰネットワーク 新ブロック長紹介2022～2023年度ＤＲＰネットワーク 新ブロック長紹介

遠藤自動車リペアガレージ
株式会社ECP

株式会社
兼六鈑金塗装工場

代表取締役
遠藤 雅範

代表取締役
山本 久佐志

宮城県仙台市石川県金沢市

本部と地区のパイプ役となり、
情報を共有しながら地区の声を
届けていきたいと思います。
また、会員全員の利に繋がる研
修会等を開催し、ブロック６地区
の活性化を図ります。

北陸ブロック長を拝命いたしまし
た山本と申します。
時間の流れ、時代の移り変わりは早
いもので舞台は令和となりました。
この時代に適応出来るよう各社の
スキル・組織力を高めて行く事が
目標です。

有限会社木本自動車

代表取締役社長
木本 政治

鳥取県東伯郡琴浦町
ブロック長として中国ブロックの
加盟店がより協力し、みんなでよ
りよくなれるブロックを目指し、一
致団結できるように頑張りたいと
思っています。

有限会社
アンビル自動車工業所

取締役
安蒜 宗成

千葉県松戸市
ブロック長としてやりたい事は、コ
ンプライアンスの勉強会を開催し
たいです。企業であるなら、最低限
のコンプライアンスを守る事が大
事と思います。
先ずは、自分達の業界や自社を、違
う見方で考えてもらいたいです。
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株式会社 ヤマモトガレージ

今月の加盟店工場

所在地　兵庫県加古川市代表取締役  山本　渉 氏

好 評第12弾

弊社では最新設備を導入し全ての作業を弊社で行なう事
が出来ます。全社員が資格を有し最高の技術で安心、
安全をお届けします。

御社と他社違うところは (売りにしている）
どんな点ですか？

２号店を出しより良いサービスをお届けします。

御社の今後の夢（ビジョン）は？

弊社を選んで良かった。と思って頂ける様引き取りから納
車、修理内容もお客様のご要望にしっかり対応致します。

お客様への対応で心がけていることは？

お車でお困りの事があれば些細な事でもお問い合わせ下
さい。カーライフは弊社にお任せ下さい。

お店からひとことお願いします

お客様に必要とされ選ばれる会社に。感謝の気持ちで
安心なカーライフをお届けします。

御社の経営理念は (思い）？

「頑張ってます！」全国の加盟店工場紹介全国の加盟店工場紹介「頑張ってます！」
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有限会社 マイカーボデー有村
所在地　鹿児島県日置市代表取締役社長  有村 俊彦 氏

整備板金塗装の部門で国家1級の資格を保有。
その技術や 経験で精度の高い復元作業ができる事。

御社と他社違うところは (売りにしている）
どんな点ですか？

昭和からこの地域で育てて頂いたこの生業をこれからも
続けていけるよう一緒に働ける仲間を増やし、また技術を
研鑽していきたい。

御社の今後の夢（ビジョン）は？

車を通じて、地域のクルマ社会に関わり、お客様のカーライ
フが楽しいものになるよう、心を込めて対応致しています。

お客様への対応で心がけていることは？

お客様が笑顔になれるサービス・技術をスタッフ全員が身
につけられるよう精進致します。

お店からひとことお願いします

安全で綺麗なお車を地域に届けるクルマ屋さんをモットー
に頑張っております。

御社の経営理念は (思い）？
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会社データ

●フレーム修正機 2機 スーパーロタックス
●塗装ブース  2機 サイマ 
●スポット溶接機 2機 ヤシマ 
●半自動溶接機  2機 ヤシマ 
●スタット溶接機 2機 ヤシマ 
●リフト  3機 ビシャモン 
●その他設備  5機  

設　　立

従業員数

2010年7月1日

フロント 2人
現場 5人

月　　間 鈑金塗装修理台数 70台
車検台数 40台

設　　備

会 社 名（株）ヤマモトガレージ 住 所 兵庫県加古川市野口町良野816-1

会社データ

●フレーム修正機 1機 バンザイ 
●塗装ブース  1機  
●スポット溶接機 1機 ダイヘン 
●半自動溶接機 4機 パナソニック 
●スタット溶接機 2機 エイワ 
●リフト  3機 バンザイ 

設　　立

従業員数

1973年10月

月　　間 鈑金塗装修理台数 60台
車検台数 18台

設　　備

会 社 名 ㈲マイカーボデー有村 住 所 鹿児島県日置市吹上町今田275

フロント 3人
現場 7人
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特定整備資格取得工場の紹介特定整備資格取得工場の紹介特定整備資格取得工場の紹介

若佐鈑金株式会社　青森県むつ市 安藤自動車工業有限会社　栃木県宇都宮市

ＮＯ 加盟店名 都道府県 住　所 ＮＯ 加盟店名 都道府県 住　所
1 日丸自動車工業㈲ 北海道 帯広市西十八条北 1-1-28 53 カーショップフクシマ㈱ 福島県 会津若松市一箕町鶴賀字村西 138
2 ㈱広川自動車工業 北海道 札幌市清田区平岡二条 2-1-2 54 ㈲カーサービスこんの 福島県 福島市鎌田字前原 14-8
3 ㈱谷口自動車板金工業 北海道 札幌市西区発寒十五条 4-7-5 55 ㈲エッセンシャル企画 福島県 郡山市田村町金屋孫右エ門平 65-1
4 ㈲北江自動車整備工場 北海道 滝川市流通団地 1-3-17 56 ＤＲＰネットワーク㈱茨城営業所 茨城県 小美玉市西郷地 50-1
5 ㈲共和自動車 北海道 札幌市白石区中央 3 条 5-5-5 57 ㈲平井自動車 茨城県 猿島郡境町 649-1
6 東北海道ホンダ㈱ 北海道 釧路市旭町 30-8 58 ㈲トマトファクトリー 茨城県 ひたちなか市高場 2296-4
7 ㈲加藤ボデー工業 北海道 北見市相内町 60 59 ㈲三和自動車 茨城県 かすみがうら市中志筑 3
8 ㈲ボデーショップ・カドワキ 北海道 苫小牧市錦岡 70-1 60 ㈲ライト　ボディーショップビューティー 茨城県 つくば市六斗 1012-8
9 ㈱サンライズモータース 北海道 函館市日乃出町 22-25 61 ㈲山伸自動車工業 茨城県 取手市山王 1686-2
10 ㈲カミヤマオートセブン 北海道 中川郡幕別町字千住 397-56 62 アシスト㈱ 茨城県 水戸市酒門町 4236-1
11 ㈱くるまや室蘭 北海道 室蘭市寿町 2-17-2 63 ㈲吉崎モータース 茨城県 行方市富田 219
12 ㈱斉藤自動車整備工場 北海道 旭川市東旭川北 3 条 5-3-25 64 ＡＵＴＯ　ＦＩＥＬＤ 茨城県 日立市十王町伊師 20-25
13 ㈱東宝技研工業　豊岡工場 北海道 旭川市豊岡 3 条 4-1-3 65 ㈲アイオート 茨城県 水戸市見和 2-489-1
14 ㈲いまぶち自動車 北海道 函館市西桔梗町 853-8 66 ㈲新東自動車工業 栃木県 宇都宮市岩曽町 31
15 ㈲函館カーサービス 北海道 函館市追分町 4-12 67 坂本車体整備工業㈱ 栃木県 栃木市大平町横堀 834-1
16 ㈱ホシボデー 北海道 千歳市上長都 1160-42 68 ボディーショップ第一 栃木県 佐野市石塚町 568-144
17 牧口車体工業㈲ 北海道 登別市栄町 3-16-9 69 福田車体工業㈱ 栃木県 宇都宮市不動前 5-1-22
18 ㈱三浦車体 青森県 五所川原市飯詰字福泉 4-3 70 ㈲井川モータース 栃木県 那須塩原市鍋掛 1093-40
19 若佐鈑金㈱ 青森県 むつ市旭町 2-9 71 ㈲加藤鈑金 栃木県 宇都宮市川田町 881-3
20 げんき自動車㈱ 青森県 青森市大字八ツ役字矢作 74-7 72 安藤自動車工業㈲ 栃木県 宇都宮市金田町 1-4
21 白石自動車工業㈱ 岩手県 盛岡市南仙北 1-6-38 73 ㈲ＡＢＳ 栃木県 足利市山下町 882-7
22 ㈲小川原自動車鈑金 岩手県 盛岡市土淵字谷地道 118-1 74 ㈱永井自動車 群馬県 太田市西新町 20-13
23 ㈲森鈑 岩手県 大船渡市三陸町越喜来字小出 22-1 75 ㈲ＫＯＩＫＥ 群馬県 前橋市上大島町 94-2
24 ㈱ゼアー 岩手県 盛岡市流通センター北 1-1-9 76 ㈲伊勢崎ボデー 群馬県 伊勢崎市富塚町 979-2
25 ㈱オートガレージ 宮城県 東松島市矢本字下前 72-1 77 ㈲堀内自動車ボデー 群馬県 高崎市箕郷町和田山 116-5
26 ㈲サイトーボディー 宮城県 栗原市築館字下宮野砂田 192 78 ㈱小幡ボデー 群馬県 甘楽郡甘楽町小幡 642-2
27 星自動車塗装工業㈱ 宮城県 仙台市若林区六丁の目元町 14-33 79 ボディーショップ若林 群馬県 邑楽郡邑楽町石打 1-33
28 ㈲オートフレンド 宮城県 仙台市宮城野区扇町 1-5-6-1 80 ㈱Ｇｏｏｄ 群馬県 伊勢崎市五目牛町 431-3
29 ㈲コウヨウ自動車工業 宮城県 仙台市若林区卸町東 1-9-41 81 ㈱ワイズオートカンパニー　Ｂ．Ｐ　テクノセンター 群馬県 藤岡市森 589-1
30 ㈱みなとモーター 宮城県 石巻市湊町 3-1-4 82 印出自動車㈲ 埼玉県 加須市向古河 2602
31 ㈲松森自動車商会 宮城県 仙台市泉区古内字宮下 1-1 83 ㈲荒井自動車 埼玉県 三郷市高州 2-241-2
32 遠藤自動車リペアガレージ 宮城県 仙台市若林区卸町 3-5-8 84 ㈲石井自動車鈑金塗装工業所 埼玉県 川口市木曽呂 1008
33 遠藤自動車工業㈲ 宮城県 名取市下余田字成田 673 85 ㈲相模自動車 埼玉県 越谷市相模町 3-39-1
34 おおいずみ自動車㈱ 宮城県 仙台市若林区六丁の目東町 6-58 86 ㈲アサカワ自動車 埼玉県 越谷市花田 1-3-6
35 ㈲カーメイク古川 宮城県 大崎市古川渕尻字江合 50-5 87 ㈲ボディーショップ輝 埼玉県 川越市下赤坂 52-3
36 ㈱ＺＥＡＬ　キズレスキュー 宮城県 柴田郡大河原町字広表 36-4 88 ㈲オートワークス雅 埼玉県 坂戸市森戸 1-1
37 ㈲平野自動車 秋田県 秋田市泉北 1-3-18 89 ㈲斉藤自動車鈑金塗装工業 埼玉県 さいたま市西区中野林 422
38 小林自動車工業㈱ 秋田県 北秋田市脇神塚の岱 17-6 90 ㈲コーディアル 埼玉県 越谷市平方 689-8
39 ㈲鏡自動車 秋田県 秋田市茨島 2-9-26 91 ㈱ボディショップ櫛田 埼玉県 八潮市大曽根 1206
40 ㈱平和自動車 秋田県 横手市平鹿町浅舞字荒小屋東 263 92 ㈱カーボディショップ長谷部 埼玉県 比企郡滑川町福田 1169-2
41 山崎自動車工業㈱ 秋田県 鹿角市花輪字蒼前平 2-1 93 ㈲宇田川自動車工業 埼玉県 三郷市彦川戸 1-5
42 ㈲小松自動車 山形県 天童市清池東 2-6-15 94 ㈲ハラコーモータース 埼玉県 川越市古谷上 5680-2
43 ㈲ボディセンター 山形県 長井市緑町 8-35 95 ㈲ボディー・リメイク 埼玉県 八潮市新町 68-1
44 日東産業㈱ 山形県 山形市飯田西 1-2-16 96 ９rove Ｒ（クローバー） 埼玉県 児玉郡上里町嘉美 1541-1
45 ㈱ミサワ車体 山形県 山形市桜田東 2-11-20 97 ㈱吉徳 埼玉県 熊谷市葛和田 960-1
46 ㈱ホンダ四輪販売庄内 山形県 鶴岡市美咲町 2-1 98 ㈱Ｋ＆Ｋ 埼玉県 鴻巣市原馬室 3711-1
47 ㈲サワネ自動車 山形県 米沢市万世町桑山 3146 99 ㈱ワイズリョウファクトリー 埼玉県 所沢市日比田 284-1
48 サトウ車体整備㈱ 山形県 山形市蔵王半郷 1040-2 100 ㈱北関東クリーン社　上尾工場 埼玉県 上尾市大字上野 727-2
49 ㈲平野モーターサービス 福島県 会津若松市神指町黒川湯川東 207 101 ㈲ナカジマ自動車鈑金工業 千葉県 市原市分目 321
50 ㈲いわき自動車鈑金塗装 福島県 石川郡石川町轡取 53-15 102 第一自動車工業㈱ 千葉県 袖ケ浦市南袖 66-14
51 ㈲ボデーショップサトウ 福島県 二本松市上川崎字陣場 202 103 ㈲石毛鈑金工業 千葉県 山武市上横地 1307-1
52 ㈲ボディショップ早川 福島県 郡山市田村町金屋字孫右エ門平 46 104 ㈱ケーズファクトリー 千葉県 香取郡東庄町新宿 1625

特定整備資格取得加盟店工場一覧 2022 年６月 20日現在
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ＮＯ 加盟店名 都道府県 住　所 ＮＯ 加盟店名 都道府県 住　所
105 ㈲丸子自動車リペアセンター 千葉県 君津市坂田 39-24 161 カーリボン　竹原自動車 富山県 南砺市山斐 162
106 ㈲今井自動車 千葉県 千葉市花見川区武石町 1-248 162 ㈲高雄自動車 富山県 富山市公文名 21
107 ㈲アンビル自動車工業所 千葉県 松戸市千駄堀 1107-3 163 ㈱ダイワ自動車 富山県 高岡市四屋 796-1
108 ㈱ホシクキ自動車 千葉県 千葉市中央区星久喜町 873-6 164 ㈲冨尾自動車 富山県 富山市西宮 91-3
109 ㈲伊藤自動車 千葉県 富里市御料 765 165 ㈱ニーズプラス 富山県 富山市下大久保 1090
110 ㈱中西オートリペアー 千葉県 旭市ニ 2486-6 166 ㈱オオヤ鈑金塗装 石川県 小松市上小松町乙 84
111 ㈱ビッグワンオート 千葉県 木更津市高柳 3194-1 167 ㈱大日自動車販売 石川県 野々市市新庄 1-87
112 ㈲小金谷自動車工業 千葉県 白井市冨士 239-5 168 ㈱兼六鈑金塗装工場 石川県 金沢市若宮 1-106
113 ㈲太田鈑金 千葉県 香取市下小川 1475-1 169 カードック友星 石川県 加賀市桑原町ホ 65-1
114 ㈲山本自動車工業 千葉県 千葉市稲毛区長沼原町 490 170 ㈲第一鈑装 石川県 小松市福乃宮町 1-82
115 ㈲イシイオートサービス 千葉県 船橋市高野台 5-10-1 171 ㈲タダムラ自動車鈑金 石川県 金沢市近岡町 948-1
116 カツシカオート 千葉県 船橋市上山町 2-384 172 ㈱ヤマモト自工 石川県 鹿島郡中能登町一青こ 4-1
117 ㈲狩野鈑金工業所 千葉県 長生郡長生村一松丙 2100-2 173 ㈲カーリペア・オオハタ 石川県 白山市福留町 483-1
118 ㈲馬場自動車工業 千葉県 柏市増尾 1034-1 174 谷口自動車工業㈱　羽水支店 福井県 福井市羽水 1-628
119 ㈲大原鈑金 千葉県 いすみ市日在 1203 175 ㈲マルダイ自工 福井県 大野市吉 7-3-1
120 ㈱ミヤイボデー舟渡工場 東京都 板橋区舟渡 3-19-4 176 ㈱浅穂 福井県 あわら市市姫 5-20-25
121 京浜自動車協業組合 東京都 大田区京浜島 3-3-10 177 ㈱タバタオートセンター 福井県 敦賀市原 23-6-1
122 ㈱松田自動車整備工場 東京都 墨田区文花 2-14-7 178 ㈲オートボディキー 山梨県 富士吉田市上暮地 3-6-32
123 ㈲シミズオート 東京都 江戸川区北葛西 4-17-16 179 ㈲ＫａＺｕ 山梨県 甲府市上阿原町 323-3
124 ㈲ツカサ自動車興業 東京都 大田区新蒲田 3-3-1 180 ㈲アマノオートサービス 山梨県 大月市初狩町下初狩 498-1
125 東和整備㈱ 東京都 八王子市子安町 1-22-16 181 ㈲プロテクト 山梨県 甲府市白井町 1070-8
126 ㈱カーテック山崎 東京都 八王子市大和田町 5-6-4 182 ㈱清水塗装 山梨県 甲府市富竹 3-1-14
127 ミツワ自動車㈱ 東京都 北区浮間 4-23-13 183 ㈱長田自動車鈑金塗装 山梨県 甲斐市竜王 1265-3
128 山本自動車工業㈱ 東京都 昭島市昭和町 3-22-9 184 シムラ自動車鈑金塗装工場 山梨県 都留市法能 2490-11
129 東都自動車工業㈱ 東京都 府中市四谷 5-23-9 185 ㈱オートエクステリア 長野県 松本市笹賀 7208
130 ㈱吉崎ボデー 東京都 日野市万願寺 2-20-3 186 ㈱金箱ボデー 長野県 長野市大豆島 5348
131 渡辺自動車㈱ 東京都 江東区東砂 7-10-8 187 ㈲オートライフ 岐阜県 各務原市蘇原東栄町 2-62
132 斉藤鈑金㈱ 東京都 世田谷区玉堤 1-9-26 188 ケイズモータース 岐阜県 岐阜市茜部新所 3-250
133 業平自動車㈱　水元店 東京都 葛飾区東金町 8-20-17 189 ㈱大原自動車工業 岐阜県 岐阜市中鶉 2-107
134 ㈱アルスオートボデー 東京都 東久留米市下里 1-9-1 190 ㈱タカバン 岐阜県 高山市桐生町 3-160
135 ㈲土谷自動車 東京都 西多摩郡瑞穂町武蔵 476-3 191 ㈲大光塗装 岐阜県 羽島郡岐南町徳田 7-40
136 ㈱ユースフル 東京都 板橋区高島平 7-36-6 192 ㈲丸泰自動車工業 岐阜県 岐阜市塩町 1-6-3
137 ㈲平野オートボディー 東京都 八王子市元八王子町 2-1971-2 193 ㈱アクアフィールド 岐阜県 土岐市泉町定林寺 962-78
138 ㈲アルプス車装 東京都 江東区東雲 2-2-10 194 ㈱望月塗装工業所 静岡県 富士市柚木 326-1
139 相模鈑金工業㈱ 神奈川県 平塚市四之宮 7-3-13 195 カーファクトリー　ゴトウ 静岡県 袋井市中 1525
140 ㈲オートサービス東栄 神奈川県 横浜市金沢区福浦 2-8-12 196 松長自動車工業㈱ 静岡県 沼津市松長 22-1
141 神奈川協立自動車㈱ 神奈川県 相模原市緑区橋本台 1-23-23 197 ㈲ビクソン 静岡県 島田市中河 153-1
142 ㈲新倉自動車 神奈川県 横浜市磯子区岡村 6-16-9 198 辰興自動車㈲ 静岡県 浜松市東区常光町 456-1
143 ㈱アダチオート 神奈川県 横浜市都筑区佐江戸町 253 199 ガレージプラス㈱ 静岡県 静岡市葵区沓谷 6-11-10
144 ㈱セイロモータース 神奈川県 厚木市岡田 2-13-52 200 共和工業㈱ 愛知県 名古屋市南区鳴尾 1-27
145 ㈲井出鈑金 神奈川県 横須賀市舟倉 2-3-23 201 ヤリミズ自動車㈱　司店 愛知県 豊田市司町 3-41-1
146 ㈲オンリーワン 神奈川県 相模原市南区麻溝台 6-8-2 202 ㈲河田自動車 愛知県 名古屋市緑区鳴海町字母呂後 82
147 玉川自動車工業㈱ 神奈川県 川崎市高津区下作延 6-26-6 203 ㈲日翔鈑金塗装 愛知県 安城市横山町寺田 29-11
148 ㈲ヤマヨ久保田商会 神奈川県 横須賀市長沢 6-30-4 204 ㈲名和自動車 愛知県 名古屋市天白区中砂町 376
149 ㈲タナフェンダー 神奈川県 横浜市青葉区桂台 2-29-15 205 今井板金工業所 愛知県 岡崎市東牧内町日久 101-1
150 ㈱シンフォニーステーション 神奈川県 大和市下鶴間 2297-1 206 ㈱イワセ自動車工業所 愛知県 蒲郡市竹谷町前浜 12-1
151 ㈲渡部商事 新潟県 新潟市西区小針 2-42-2 207 ㈱昭和自動車　 愛知県 小牧市入鹿出新田 303-1
152 カトウ自動車 新潟県 五泉市赤羽 56-1 208 ㈲ジャスト 愛知県 名古屋市港区名四町 81
153 ヤマダガレージ 新潟県 燕市吉田法花堂 4812-2 209 ㈲豊自動車 愛知県 名古屋市中川区長須賀 2-2104
154 ㈲松谷塗装工業 新潟県 柏崎市上原 78-6 210 ㈱古田鈑金工芸 愛知県 春日井市西本町 2-8-1
155 ㈲東亜自動車工業 新潟県 上越市東本町 3-1-37 211 エヌビーワークス㈱ 愛知県 春日井市味美西本町 2285
156 ㈱カーテック 新潟県 新潟市南区上塩俵 1911 212 近藤自動車工業㈱ 愛知県 清須市朝日天王 43
157 ㈲博栄モータース 新潟県 胎内市下高田 829-1 213 ㈱ティー・アール・シー 愛知県 小牧市川西 2-54
158 ㈱えちごホールディングス 新潟県 三条市善久寺 3007-1 214 ㈲ＦＬＡＴ 愛知県 一宮市丹陽町外崎字郷東 280
159 ㈱たつみ自動車 富山県 富山市針原中町 889-2 215 ㈲ディーレンジ 愛知県 豊川市当古町本郷前 6-1
160 宮川自動車 富山県 魚津市江口 107 216 ㈲ヴァリアス 愛知県 津島市莪原町椋木 108-1
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ＮＯ 加盟店名 都道府県 住　所 ＮＯ 加盟店名 都道府県 住　所
217 ＧＡＲＡＧＥ　ＤＡＩＳＨＩＮ 愛知県 江南市和田町本郷 128-6 287 ㈱ボデーショップ平松 徳島県 徳島市論田町元開 24-13
218 ㈱川田自動車 愛知県 半田市川田町 204-4 288 ㈲田宮車体 徳島県 徳島市川内町北原 108-5
219 ㈲ゴトウ自動車 愛知県 知多郡武豊町大字冨貴字北側 48-4 289 松下ボデー 徳島県 小松島市金磯町 5-7
220 ㈱広田自動車 愛知県 豊田市広田町富田 21-3 290 ㈲オートアンドパル 徳島県 阿波市阿波町中坪 268-1
221 ㈱ｉｆオートサービス　サポートセンター 愛知県 名古屋市中川区馬手町 1-28 291 ㈲日本鈑金 香川県 坂出市西庄町 673-2
222 川北自動車鈑金塗装 三重県 四日市市尾平町 2394-1 292 ㈱小泉自動車工業 香川県 高松市成合町 1468-1
223 ㈱日進モータース商会 三重県 桑名市江場 419-1 293 オートリペア Kanamori 香川県 さぬき市大川町富田西 2277
224 ㈲共和鈑金 三重県 伊賀市服部町 723-1 294 ㈱マプト 愛媛県 松山市竹原 3-20-12
225 ㈱鈴鹿ＢＰセンター 三重県 鈴鹿市八野町 462-20 295 ㈲キャピタル自動車 愛媛県 松山市小坂 5-10-39
226 木村自動車 三重県 四日市市小古曽東 3-3-43 296 ㈱オートショップ伊藤 高知県 高知市神田 1076-10
227 ㈱中平鈑金塗装 三重県 尾鷲市小川西町 4-14 297 ＰＭサービス㈱ 高知県 高岡郡日高村下分 2560-1
228 リアルエムズボディー 三重県 松阪市嬉野黒野町 1259-1 298 ㈲伸自動車 福岡県 福岡市早良区早良 5-2-12
229 吉田自動車販売㈱ 三重県 三重郡川越町高松 98-1 299 ケイズボディーショップ 福岡県 大牟田市大黒町 4-26-1
230 ㈲杉江自動車 滋賀県 長浜市安養寺町 495 300 ㈱ＭＯＴＯＺＯＮＯ 福岡県 柳川市立石 208
231 稲垣自動車工業㈲ 滋賀県 東近江市妙法寺町 1109 301 昌加自動車工業㈲ 福岡県 北九州市小倉北区赤坂 5-398-1
232 ㈲峰ボデーショップ 滋賀県 甲賀市甲賀町隠岐 2126 302 坂本自動車㈱ 福岡県 北九州市八幡西区則松 5-10-38
233 ㈱雄琴自工 滋賀県 大津市雄琴 2-8-6 303 ㈲渡辺モータース 福岡県 福岡市城南区飯倉 1-7-21
234 東澤自動車工業㈱ 滋賀県 甲賀市水口町泉 328-3 304 今村自動車㈱ 福岡県 三井郡大刀洗町大字高樋 2477-1
235 ㈱エーシースペースタムラ 京都府 京都市南区吉祥院井ノ口町 14-1 305 ㈱ハリー 福岡県 筑紫郡那珂川町今光 6-1
236 ㈲イシマ自工 京都府 京都市山科区勧修寺泉玉 47-2 306 ㈲寿モータース 福岡県 福岡市東区二又瀬 18-16
237 ㈲トーマイ 京都府 舞鶴市鹿原 960-6 307 ㈲タナカ自動車 佐賀県 唐津市浜玉町南山 2086-1
238 ㈱アケタ 京都府 京都市伏見区深草鞍ケ谷 29-1 308 ㈲窪田自動車 佐賀県 鳥栖市藤木町字若桜 1-33
239 ㈲ガレージ シミズ 京都府 京都市南区上鳥羽大物町 38 309 ㈱カークリエイトフチノ 佐賀県 佐賀市東与賀町田中 956-1
240 ㈱岩本自動車工作所 京都府 京都市山科区勧修寺瀬戸河原町 128 310 ㈲オートボディ２２４ 佐賀県 鳥栖市今泉町 2388-1
241 ㈱オートボディー・ノダ 大阪府 大阪市西成区津守 3-7-16 311 ㈲兵庫自動車 佐賀県 佐賀市兵庫町大字若宮 1961-2
242 ㈲Ｓ．Ｔ．Ｙオート 大阪府 堺市東区日置荘田中町 208-6 312 ㈱フジックス 佐賀県 佐賀市鍋島町森田 2122-1
243 ㈱ボデーショップ枚方 大阪府 枚方市中宮大池 2-32-11 313 ㈱真栄鈑金塗装工業 佐賀県 佐賀市嘉瀬町扇町 2620-1
244 ㈲エイワオートサービス 大阪府 茨木市横江 1-15-52 314 ㈱フクダモータース 長崎県 西彼杵郡時津町左底郷 1-17
245 寿自動車工業㈱ 大阪府 豊中市利倉東 2-17-14 315 東長崎車体（同） 長崎県 長崎市古賀町 11-1
246 カーライフサポート㈱ 大阪府 八尾市上尾町 3-55 316 ㈲錦自動車工業 長崎県 長崎市平間町 598-2
247 ㈱岡本モータース　寝屋川工場 大阪府 寝屋川市対馬江西町 14-9 317 ㈲アラキオート 長崎県 諫早市長野町 1410-4
248 ㈲コーワコーポレーション 大阪府 大阪市旭区生江 1-7-19 318 ㈲木下車輌整備 長崎県 北松浦郡佐々町中川原免 84-3
249 ㈱カーサービスシンワ 大阪府 泉佐野市南中安松 811 319 ㈱ＴＭファクトリー 熊本県 熊本市南区城南町丹生宮 990-1
250 伸英鈑金工業 兵庫県 姫路市広畑区大町 1-43-1 320 イデックスボデーショップ熊本南 熊本県 熊本市南区幸田 2-7-20
251 ㈲オートテック平岡 兵庫県 神戸市東灘区本山南町 5-4-14 321 池田鈑金塗装㈱ 熊本県 八代市大手町 1-5-17
252 ㈱ヤマモトガレージ 兵庫県 加古川市野口町良野 816-1 322 ㈲大阿蘇車体整備工場 熊本県 熊本市東区戸島西 2-6-111
253 ㈱河本鈑金工業所 兵庫県 三木市加佐 511-1 323 ㈱北部ボディ 熊本県 阿蘇市一の宮町坂梨 1663
254 ㈲播磨鈑金 兵庫県 たつの市龍野町四箇 52-2 324 ㈲山本自動車 大分県 中津市東浜 953-1
255 ㈱山田自動車 兵庫県 伊丹市荻野 2-5 325 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　宇佐 大分県 宇佐市大字石田 32
256 兵庫サービス㈱ 兵庫県 明石市魚住町金ケ崎 313 326 ㈲カーボデー河野 大分県 大分市小野鶴 1127
257 ㈱ＢＡＮＫＩＮＧ 兵庫県 尼崎市西本町 4-88-4 327 カーボディオオキ㈱ 大分県 別府市新港町 1-19
258 オートガレージオクダ 兵庫県 姫路市青山西 1-9-9 328 ㈲三川自動車 大分県 大分市乙津港町 1-3-7
259 ㈱桜鈑金工業所 兵庫県 西宮市山口町上山口 3-26-15 329 ㈲ヒダカオート 宮崎県 宮崎市田代町 91-1
260 倉垣鈑金工業所 兵庫県 丹波篠山市新荘 627 330 大野自動車鈑金塗装工場 宮崎県 宮崎市佐土原町下田島 3898-12
261 ボデーショップ メイト 兵庫県 豊岡市出石町細見 471-1 331 ㈲カーメイクアップ平野 宮崎県 日向市大字財光寺 1313-1
262 ㈱ボディーショップ浜野 兵庫県 淡路市斗ノ内 381-3 332 ㈲小村塗装工場 宮崎県 宮崎市大塚町宮田 2842
263 ㈱長澤自動車工業所 兵庫県 西宮市今津山中町 12-18 333 ㈱ボデーショップタニグチ 宮崎県 宮崎市富吉 2802-2
264 山本自動車 奈良県 奈良市北永井町 14-3 334 Ｂｏｄｙ　Ｓｈｏｐ　Ｈｏｒｉ 宮崎県 西都市新町 2-7
265 ㈱二葉自動車整備工場 奈良県 桜井市赤尾 74-1 335 スプレイズ 宮崎県 都城市都原町 7641-1
266 ㈱橿原オートサービス 奈良県 橿原市和田町 20-1 336 ㈲福倉自動車鈑金塗装工場 鹿児島県 鹿児島市小野 3-20-1
267 美和自動車工業 奈良県 奈良市田中町 192-1 337 ㈲三好 鹿児島県 霧島市隼人町真孝 1790-9
268 ㈱谷地自動車 和歌山県 田辺市新庄町 1836-1 338 ㈲迫自動車鈑金塗装 鹿児島県 鹿屋市上野町 4764-2
269 東鈑金自動車 和歌山県 東牟婁郡串本町出雲 1494-1 339 ㈱岩崎自動車鈑金塗装 鹿児島県 鹿児島市七ツ島 1-6-14
270 ㈲木本自動車 鳥取県 東伯郡琴浦町逢束 1325-1 340 ㈲上園自動車鈑金塗装 鹿児島県 薩摩川内市宮崎町 1885-5
271 ㈱Ｂ rush Ｕ p Ｃ ompany 鳥取県 鳥取市商栄町 399-9 341 ㈱フジタ自動車 鹿児島県 奄美市笠利町和野 1403
272 ㈲伊東鈑金塗装 岡山県 岡山市南区西市 486-2 342 ㈱柴田自動車 鹿児島県 鹿児島市新栄町 33-9
273 ㈲オートボデーエム 岡山県 岡山市南区藤田 422-9 343 ㈱神戸自動車 鹿児島県 鹿児島市宇宿 2-29-2
274 ㈲竜王鈑金 岡山県 倉敷市児島赤崎 1-16-67 344 ㈲久永ボデー 鹿児島県 鹿屋市東原町 6914-3
275 ㈲共栄自動車 岡山県 津山市国分寺 164-3 345 ㈲マイカーボデー有村 鹿児島県 日置市吹上町今田 275
276 ㈱池田鈑金塗装 岡山県 笠岡市用之江 774-1 346 ㈱ＹＲＣ 鹿児島県 鹿児島市山田町 685
277 ㈲キムラ自動車 広島県 東広島市黒瀬町乃美尾 669-1 347 ㈲一善オートボディ 沖縄県 沖縄市高原 4-8-7
278 浜井自動車㈱ 広島県 広島市安佐南区長束 6-10-9 348 又吉鈑金 沖縄県 中頭郡西原町小那覇 1484-1
279 ㈲カミダ 広島県 府中市鵜飼町 598-1 349 光オートサービス 沖縄県 中頭郡西原町字翁長 547
280 ㈱クルマックス 広島県 広島市安佐南区緑井 6-4-15 350 丸清自動車 沖縄県 中頭郡中城村登又 300-1
281 スズキアリーナ下関西 山口県 下関市武久町 2-1-5
282 ㈱カーステージＮＢ 山口県 山陽小野田市大字東高泊 1588-12
283 ㈱ＴＡＭＡＲＵ 山口県 山口市大内問田 3-23-23
284 安全自動車㈱ 山口県 岩国市室の木町 1-5-6
285 東洋ボデー㈱ 山口県 周南市大字栗屋 786-8
286 山県自動車㈱ 山口県 萩市大字平安古町 550

特定整備資格取得加盟店工場一覧 2022 年６月 20日現在

※ DRP ネットワーク本部へ報告のあった加盟店工場です。
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２０２2年３月～６月 新規加盟店工場紹介新規加盟店工場紹介

ボディーショップフェイス
沖縄県豊見城市長堂　☎ 098-850-2322

丸清自動車
沖縄県中頭郡中城村字登又　☎ 098-895-5815

各地の報告 会議・イベント報告
2022年３月～６月

2022年度中国ブロック地区部長会議
2022年5月14日

2022年度 第2回北海道ブロック役員会議
2022年6月11日

2022年度 第2回九州ブロック地区部長会議
2022年6月11日

2022年度 第2回大分地区会議
2022年6月22日

2022年度福島地区通常総会・地区会議
福島代協様と合同連絡会議　2022年6月23日

2022年度 第1回四国ブロック会議
2022年6月25日
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国籍：インドネシア　
年齢：20～２４歳
職種：噴霧塗装(建設機械の塗装)

国籍：インドネシア　
～２４歳

職種：噴霧塗装(建設機械の塗装)

外国人技能実習制度

DRPネットワークにて請負事業を行っている、建設機械製造会社への配属。この現場には１年目から５年目までの
技能実習生が１２名活躍しています。さらに技能実習を終え、特定技能として再入国待ちをしている者もおり、人手不
足を補っています。
　今回は初めて外国人技能実習生の受け入れの際に知っておきたい情報をまとめましたので受け入れ検討の際に参考
にしていただければと思います。

＝外国人技能実習生の受け入れ企業になるメリット＝
技能実習生の受け入れにはどのようなメリットがあるのでしょうか。「社内が活気づく」「生産性が上がる」「国際

貢献」「国際事業の進出」などの様々なメリットを、わかりやすい事例とともにご紹介いたします。

　技術を学びたいと思っている向上心のある若い外国人技能実習生を受け入れることで、日本
人従業員も刺激され、社内が活性化されるメリットがあります。
日本人の若年層採用も難しい状況の中、技術者の高齢化が進んでいる傾向にあります。
　若年層の人材が少ない職場に若い実習生が入ると高齢化した職場もより一層活気づきます。

★外国人技能実習生に関するお問い合わせは　ジャパンさくら協同組合　TEL03-6801-7573　担当：竹口

日本人従業員が
技能実習生に刺激されて
社内が活気づく

　技能実習生を迎え入れるにあたって、作業工程の見直しやマニュアルの作成が必要になっ
てきます。改めて作業工程を見直すことで生産性も上がるため、ベテラン従業員も作業工程
を改善するよい機会にもなります。

作業工程の見直しで
生産性にメリットを

もたらす

　技能実習制度の目的は、「我が国で開発され培われた技能、技術または知識を発展途上国等
への移転を図り、その発展途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的と
する制度」となっています。
実習生を受け入れることで社外的に国際貢献をしているといったイメージにもつながります。

国際貢献ができる

　外国との接点ができるため、国際事業への転換にもなり得るかもしれません。外国に支店
を作り、技能実習を満期で終えた実習生を現地支店の責任者として雇用する、というような
海外進出を考える実習実施者もいます。

国際事業へ
進出する機会を
得られます
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        《新車・中古車販売が活況です。リース・買取・何でもご相談下さい。》        
ＤＲＰネットワーク株式会社　  車両事業部　新車・中古車・オートリース・レンタカー　担当：中井・荒井　　
TEL：03-3673-5551　FAX：03-5622-6153 mail :ac@5552 .co .jp　携帯電話:090-6046-1918

【ネットワン君レンタカーは儲かります！】
ネットワン君レンタカーは2019年11月より始動、現在45社で95台程の配備をさせていただ
いております。ＤＲＰネットワークの加盟店工場様のみの独立したナショナルブランドです。セ
カンドビジネスにレンタカー事業をはじめませんか。お仲間の加盟店工場様はネットワン君レ
ンタカーがどんどん稼いでくれています。台数を増やせば利益も倍増です。

ネットワン君レンタカーの運用アンケートを頂戴いたしました。

昨今の保険契約で代車特約・レンタカー特約等の契約が増えています。当社では入庫誘導案件

でも特約のある保険にご加入しているお客様には特約が優先されます。

まず全ての代車を必要とされるお客様に特約の有無確認をお願いしています。特約なので車両保険の使用にかかわらず

レンタカーのみの使用が認められています。お客様の保険等級にも変動は発生しません。自費修理のお客様も使用でき

ます。無料代車の台数を減らし保有代車の経費も削減され、その分レンタカーを増やしています。当社ではネットワン君

レンタカーは4台、稼働率は80％以上となっています。

実額で月45万円～50万円の売り上げがあります。そのうち車両代、自税、保険料の約13万円がＤＲＰに支払われる配備

料になります。うまく運用すれば確実に利益が見込めます。古くなってきた代車を使用するより比較的新しいレンタカー

を使用する事で長期修理の間でも快適に使用していただけるので喜ばれています。今年度も増車方向で検討中です。

何故ネットワン君レンタカーは儲かるのか？

■千葉県市原市
有限会社 ナカジマ自動車鈑金工業　代表取締役 中嶋 忠司 氏

《ネットワン君レンタカーが活躍している工場様のご紹介です》

＊4台の月間売上45万円～50万円（税込）
＊4台の月額配備料12.8万円（税込）
＊4台の月額メンテナンス料金4万円（税込）
＊粗利益・月額28.2万円～33.2万円（税込）
　年間約360万円（税込）程の見込み利益となります。
　レンタカーが働いてくれます。増車による利益拡大が見込めます。 

車  種  配備料月額（税込）

プリウスα 39,380円
トール 39,600円
スペーシア 25,300円
ムーヴ 23,980円

加盟店工場650社増強運動キャンペーンご協力のお願い
現在、DRPネットワーク（株）は、加盟店工場を650社に拡充する増強運動キャンペーンを加盟店工場のみならず、ご提携先様に対して
も行っております。ぜひとも、 添付キャンペーン案内をご覧になり、お知り合いの自動車鈑金工場のご紹介をお願いいたします。

何故ネットワン君レンタカーは儲かるのか？

加盟金
月会費0円

新車の
仕入が安い
新車の

仕入が安い
開業まで
最短3週間
開業まで
最短3週間

初期費用が
安い

初期費用が
安い

登録免許税
なし

登録免許税
なし

≪（有）ナカジマ自動車鈑金工業の場合≫


